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２０１０年１２月

ＥＭＣ－Ｃの月

国 際 会 長 ：藤井

寛敏（東京江東）“ Once More We Stand ”「心新たに立ち上がろう」
“ Once More We Stand ”「心新たに立ち上がろう」
西 日 本 区 理 事：仁科 保雄（京都ｷｬﾋﾟﾀﾙｸﾗﾌﾞ）
「飛翔たとう ワイズスピリットを胸に」
題 阪 和 部 長 ：坂本 智 （和歌山紀の川クラブ） 「愛のわざを働くよろこびにしよう」
クラブ会長：東
正美（和歌山クラブ）
「元気はつらつ 人の集まるクラブにしよう！ 」
クラブ役員 会長：東 正美
直前会長：三木 求
次期会長：阪口 佳也
書記：三木・守田
会計：吉田

主 アジア会長：高田 一彦（横浜）

１２月 例会のご案内

奈良クラブ記念例会に参加して

日

時：１２月１６日（木）18:30～20:30

場

所：和歌山ＹＭＣＡ

と

６階ホール

東

正美

き：2010 年 11 月 14 日(日) 16:00～19:15

ところ：奈良ホテル

例会当番：三木・阪口・山名
司

会長

会：

中谷

保好

いにしえの奈良の都に誕生した奈良クラブが 60 年
の良き日を迎えられました。日頃訪れる機会のなかっ

プログラム
会食／食前感謝
開会宣言・点鍾

山名 隆次

た由緒ある奈良ホテルに心はずむ思いで向いました。

東 正美

第 1 部記念例会では、奈良遷都 1300 年の年でも

会長

同

あり、古代よりはるばるお二人が登場され大きな拍手

東 正美

が起こりました。
（仁科理事と坂本阪和部長でした。）

ワイズソング斉唱

一

入会式

会長
森

礼子様・正岡

会務報告

メモリアルタイムには故佐藤正雄ワイズを偲び、奈

久典様
会長

東 正美

良クラブの大きな歴史を作り、大きなご奉仕の方とし
て称えられました。

ハッピーバースデー

チャーターメンバー8 名より築いた歴史と伝統を振

ゲストスピーチ
「ｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀ ワークキャンプに参加して」
和歌山 YMCA スタッフ

小川隆平様

「全国 YMCA リーダー研修会参加報告」
リーダー

藤澤祐太・松岡雪樺

YMCA の歌
会長

挨拶は印象深いです。
第 2 部に移り、DBC の名古屋東海クラブと御殿場
クラブとのトライアングル締結の報告がありました。

同

美味しい食事、若々しいリーダーのコーラス、練習

東 正美

の成果を見事に発表された奈良クラブ総出演のハーモ

一

閉会点鍾

り返る機会として開催しました、との実行委員長のご

＊ 出欠を、１２月１４日(火)までに吉村佐知子

ニカ演奏で会は最高潮となり、60 年の歴史の重みに

ドライバー委員長へご連絡ください。

現代の軽やかなステップを乗せて、本当に楽しい記念

Tel／Fax

の例会でした。

073-455-2722

参加：太田・神谷・神谷ﾒ・東・平嶋・堀井・丸山・
吉田・吉村

今 月 の 聖 句

＊残念ながら三木ワイズ・撫養

ワイズは体調不良の為、当日欠席されました。

主イエス・キリストの恵み、神の愛、
聖霊の交わりが、あなた方一同に
あるように。
コリントの信徒への手紙二 13 章 13 節

１２月

強調月間のポイント

会員同士の親睦を深め、クラブ発展の為の礎を築
こう。 西日本区 2000 名に向かって！
EMC 事業主任 新山 兼司（京都トップス)

11
月

在 籍

出 席

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ

ﾒﾈｯﾄ

ゲスト

ﾋﾞｼﾞﾀｰ

出席率

２２名
(広義 １)

１８名

２名

２名

５名

３名

95.2％

Ｂ Ｆ

切 手

１１月

0

累 計

0

現 金
6,622 円

ＢＦ計

6,622 円
77,000 円 77,000 円

１１月

委員会報告

書記 三木 求
日時：2010 年 11 月 11 日(木) 18:30～20:30
会場：和歌山 YMCA
501 号室
出席：市川・太田・神谷・北・黒田・中谷・東・平嶋・
堀井・丸山・三木・守田・山田・吉田・吉村・
【協議事項】
１．11 月例会について（TOF の月）
司会：市川ワイズ
食前感謝：撫養ワイズ
入会式＝井之上 芳雄 様 所要時間：５～６分間
立会人：会長・EMC 委員長・紹介者(神谷)･
ゲストスピーカー：大田 厚三郎 様
「教科書には書かれない日本史」謝礼＝1 万円
会費はＴＯＦで、ゲストスピーカー以外は一律
５００円 おにぎり購入=撫養 豚汁＝神谷ﾒ
２．次期会長阪口ワイズの業務多忙による就任辞退に
より再検討の委員会を、この委員会の開催前の 1
時間を利用して、
「次期会長再検討会」を開催する
も結論が出ず。引き続き検討することとなった。
３．会計報告（吉田会計より）
1. CS ジャガイモ・カボチャの販売 401 箱
765,700 円 収益=128,956 円。
2. 奈良クラブ 60 周年記念として 1 万円を支出
４．Y サ・ユース事業活動資 1,500 円／人の協力を
お願いします。
（山田ワイズ）
５．1/23(土) 大阪ＹＭＣＡチャリティーラン 2010
抽選券事前販売の協力は今年は、クラブの YMCA
事業費より 10,000 円支出する。
６．YMCA 市民クリスマスのチケット販売
一人 2 枚(合計金額 1,000 円)でのご協力をお願い
しています。聖歌隊へのご参加もお願いします。
７．銀毛新巻鮭申込みの件（市川）
希望発送日 12 月 6 日（月）1 本 5,000 円）
８．第 7 回和歌山 YMCA チャリティーゴルフコンペ
11/18(木) 紀の国 CC ホストは和歌山クラブ
９．YMCA 日本語科へ、マレーシアより研修生。
ホームステイと市内観光の協力を
11/28(日)
～12/12(日)
学生 22 名、引率者 2 名
10．YMCA 街頭募金と、餅つき大会 ご協力をお願
いします。
（吉田ワイズより）
12/23(木・祝) 街頭募金=11:00～
餅つき大会=12:00～ 豚汁準備＝市川ﾒ
ぜんざい＝紀の川ｸﾗﾌﾞ
募金期間:12/10～1/31
目標額:70 万円
11．ＢＦ古紙回収 12/23～24
堀井ワイズ宅ガレージへ。 不在の場合でも、
古紙等は荷降ししておいてください。
12．ＩＢＣ台湾屏東クラブ 40 周年記念例会参加訪問
について（神谷ワイズより）
2011 年 1/1 日～4 日 参加予定者：神谷ファ
ミリー（6 名）
・丸山・三木・東・土肥（紀の川）
記念例会:1/2(日)14:00～
和歌山クラブからのお土産については、検討する。
13．
EMC について 3 グループ共、
検討会を実施した。
14．阪和部新年合同例会 2011/1/10(月・祝)

大阪南 YMCA にて
ホスト＝大阪河内クラブ
積極的に参加をお願いします。
15．阪和部次々期部長（2011/7～2012/6 の次期
部長）選出について
クラブより推薦された立候補者がある場合は
2010 年 12 月までに阪和部長に提出
16．12 月クリスマス例会内容について（神谷ワイズ）
皆様の要望に添い、YMCA で 12 月 16 日(木)
入会式とジョグジャカルタワークキャンプに参加
した小川スタッフと･全国リーダー研修会に参加
したリーダーの報告を聞く。 日本語留学生のピ
アノ演奏あり。 会費:2,000 円
＊1 月例会：メンバーの 1 分間スピーチ、
出席留学生のパフォーマンス
＊2 月例会：BF 切手切り
17．常議員会の報告(吉田)
・カーニバルについては、台風のため中止となっ
たが、プログラムへの スポンサーに報告してい
なかったことについて、不備を詫びる。
・中国･広州訪中を、3 月に延期。
・YMCA 会館のトイレを、和式から洋式に変る
2 箇所改修する。
18．埋蔵金の切手の販売にご協力を(市川)
売りにくい金額の切手がまだ残っている。

１１月

例会報告

書記 守田諒介・三木 求
日時：２０１０年１1 月 18 日(木) 18:30～20:30
場所：和歌山 YMCA ６階ホール
[出席者] (敬称略)
ゲスト・ビジター：大田厚三郎様（神戸西ｸﾗﾌﾞ）
絈谷隆(奈良ｸﾗﾌﾞ会長)・吉田全孝(大阪サウス)・
井之上芳雄(和歌山 YMCA 総主事)・森礼子（撫
養ﾜｲｽﾞご紹介）
・正岡久典/洋子・芹沢美枝子（神
谷ﾜｲｽﾞご紹介）田垣内和代（吉田ﾜｲｽﾞご紹介）・
メンバー：市川・太田・神谷・黒田・阪口・土橋・
中谷・東・平嶋・堀井・丸山・三木・撫養・
守田・山名・吉田・吉村・
メネット：市川・神谷
【プログラム】
（食事は TOF 恒例の、おにぎり・豚汁）
１．入会式：井之上芳雄(和歌山 YMCA 総主事)様
厳粛に井之上総主事の入会式が執り行われました。
今後のご活躍を大いに期待しています。
２．ゲストスピーチ：大田厚三郎様（神戸西クラブ）
テーマ:「教科書には書かれない日本史」
【講演要旨】（パワーポイントを使用して）
私は、ワイズメンバーの大半がクリスチャンではな
いので、キリスト教を理解してもらうために古代日本
史とキリスト教との関連について勉強を始めました。
キリスト教は、ザビエルが１５４９年に初めて日本に
伝えたということになっていますが、本当にそうなの
かを調べてみました。
そうすると、日本古来からの伝統や言葉にキリスト
教あるいは古代ヘブライ語に類似しているものが多い
ことに気がつきました。
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旧約聖書に出てくる契約の箱は日本の御輿に似て
いますし、民謡や唱歌の囃子言葉の中にベブル語と同
じような発音の言葉が数多く見受けられます。 これ
らのことは、川守田英二博士著の「日本ヘブル詩歌の
研究」に詳しく紹介されています。
また、古代帰化人（５世紀頃）として有名な秦氏一
族は弓月の国から渡来して、山背の国を始め各地に土
着し、土木・養蚕・機織り等の技術を開発して大いに
栄えましたが、秦氏のルーツである弓月の国は天山山
脈の北のイリ川付近にあり、原始キリスト教徒だった
可能性が高いといわれています。
秦氏は、松尾･下賀茂･上賀茂神社、伏見稲荷等数多く
の神社･稲荷･寺院を建立したといわれています。
INARI という言葉は、ユダヤ教のナザレのイエスから
来たというという説もあります。
また、キリスト教の一つである景教は、アラビア・
インド・シルクロード等を経由して中国に伝わり、唐
の大宗に布教を認められ大いに隆盛しましたが、その
頃遣唐使の一員として空海が留学していたため、空海
も景教の影響を受けたことは十分考えられます。
真言密教の潅頂の儀式は、景教の洗礼式を取り入れ
たものという説もあります。
このように、いろいろな文献に古代キリスト教と日
本の伝統文化に関する研究結果が発表されていますの
で、興味のある方はぜひ勉強してください。
[報告事項]
１．クラブ内スペシャルオリンピックスへの募金合計
20,000 円を、10/16 の部評議会でスペシャル
オリンピックス大阪丸尾様へお渡ししました。
２．ＤＢＣ甲府クラブがチャーターしました長野ワイ
ズメンズクラブの国際協会加盟認証状伝達式の記
念誌が届きました。回覧致します。

ご入会おめでとうございます
氏名：井之上 芳雄（いのうえ よしお）様
住所：大阪市中央区安堂寺町２丁目５－１３－５０１
生年月日：昭和３０年７月２７日
５５歳
所属教会：日本聖公会大阪聖愛教会（大阪市天王寺区）
家族構成：妻と義母の３人
履
歴：
1978 年(昭和 53 年)3 月 京都産業大学外国語学部
英米語学科卒業 在学中 YMCA 阿南国際海洋
センターリーダー活動参加
1978 年(昭和 53 年)4 月 大阪 YMCA 入職
豊中・台北・土佐堀・阿南にて勤務、予備校・
日本語･専門学校･体育･野外･宿泊研修を担当
2003 年(平成 15 年)2 月 和歌山 YMCA へ総主事
として着任 現在に至る
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趣味といえるほどのものはなし。ほぼ無趣味。好き
なものは、旅行、読書、音楽・演劇鑑賞
好きな言葉：相田みつを作
「そのときの出会いが 人生を根底から変えること
がある よき出逢いを」
「幸せは いつも 自分の心が決める」
入会に当たって：
和歌山 YMCA に勤務して
8 年目を迎え、いつも
YMCA を支えていただいて
いるワイズメンズクラブの
皆様に感謝するばかりでな
く、自ら入いってその働きに
加わらねばとの思いは以前
からありましたが、
このたび神谷さん、東さんに
強く背中を押していた だき決意しました。微力で
はありますが、皆様との交流を大切にし、ワイズの
働きに少しでも役立つよう頑張って参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます。

11 月

にこにこメ ッ セ ー ジ

14,000

市川：
「ヤッター稀勢の里 立派」白鵬の強靱な得意技
を良く研究して対応した勝利。おめでとう！！
双葉山の記録がこれで守られました.嬉しいこ
とです。
太田：初めて聞いた昔の話、興味深く拝聴いたしまし
た。
神谷：井之上総主事の入会、本当に嬉しいです。全て
のワイズが、YMCA 支援に喜んで参加すること
でしょう。
阪口：講師の視野の広い又、奥深い講演に感銘を受け
ました。有り難うございました。
土橋：２ｹ月ぶりの例会出席、楽しい例会ありがとうご
ざいます。
東 ：井之上総主事のご入会ありがとうございます。
YMCA との絆が強くなりますように。
古代史は神秘的ですね。大田ワイズに感謝です。
平嶋：美味しい豚汁とゲストの貴重なお話有難うござ
いました。
堀井：井之上総主事御入会おめでとうございます。
丸山：秦氏・景教・原始キリスト教などの話をうかが
いありがとうございます。
撫養：井之上総主事、御入会おめでとうございます。
とてもとても嬉しいです。どうかよろしくお願
いします。
守田：
「教科書には書かれない日本史」のお話興味深く
聞かせて頂きました。
吉田：井之上総主事、御入会おめでとうございます。
メネットさんの豚汁大変美味しく頂きました。
有難うございました。
吉村：井之上総主事の入会、ＹＭＣＡチャリティーゴ
ルフコンペで優勝できた事。今日一日うれしい
日でした。感謝！
山名：イスラエルを旅行しますと大昔にユダヤと日本

が交流していた古文書や神事が多く残っていま
す。太田氏のヘブル語の事も大変参考になりま
した。11 月も元気に例会に参加できて感謝し
ます。いつも御迷惑ばかりかけて申し訳ござい
ません。

YMCA 日本語科留学生歓迎交流会の報告
吉村佐知子 YMCA 国際交流委員
日
時：１０月１８日(月)１８：３０～２０：１５
場
所：和歌山 YMCA
6 階 ホール
参加者：84 名
(留学生 51 名、ボランティア会員６名、学生
家族８名、協力会員１０名、スタッフ９名)
今秋、和歌山 YMCA に留学して来られた１９名の
学生を迎え、在校生３２名・ボランティア・学生家族・
ゲスト・協力会員・スタッフ等総勢８４名が集い、ア
ットホームな雰囲気で交流を図ることができました。
在校生の歌やピアノ、韓国やインドの学生の歌、私
たちワイズメンは和歌山のＰＲソング“ＷＡ ＷＡ
ＷＡ”を、留学生と一緒に熱唱し又踊り、大いに盛り
上がった交流会となりました。
留学生は、日本のこの和歌山の地で、充実した学生
生活を過ごし、楽しい思い出をたくさん作り、大きく
夢をふくらませていただきたいと思います。
和歌山クラブからの参加者は、市川・太田・神谷・
黒田・東・堀井・吉田ワイズの皆様と、私吉村でした。

午前中、陳芳さんのご指導で、準備担当者は調理実
習室で餡餅（シャービン）作りを楽しみました。
午後から一般参加者を迎えて、朗読グループ「言の
葉」さんが、8 名で BGM と中国語を交えて『スーホ
の白い馬』を読み聞かせて下さり、神谷様所有の馬頭
琴を見せて戴きました。
次に陳さんより、チンギスハーンを神様と仰ぎ、歌
や踊りの好きなモンゴルの人々の話を聞きました。
モンゴルと聞けば広い草原、移動式住居ゲル、放牧を
思い出します。でも現在は砂漠化を心配して、ゲルは
観光客に見せるためだけ、また放牧も草原の悪化を防
ぐために禁止されているそうです。モンゴルにまで自
然破壊の波が押し寄せている事に心が痛みました。
地球温暖化の影響でシベリアの永久凍土が溶け出し
たり、北極海の氷が溶け海面上昇による影響は日本も
人事ではありません。地球温暖化を防ぐ為、Y’s の活
動を通じて、私も微力ながら協力して行きたいと思っ
ております。
参加してくれた人たちも餡餅を食べながら、口々に
『今日は良いお話しを聴けて良かった』と、喜んでい
る様子にほっといたしました。

愛徳祭（バザー）に参加して
平嶋千香子 YMCA 社会奉仕委員
日 時：2010 年 11 月 3 日 10:00～14:00
参加者：神谷・神谷ﾒ・吉田・平嶋
穏やかな秋日和に恵まれ、開場は終始大盛況の賑わ
いで、私達は「当てものおもちゃ売場」「ボール投げ
ゲーム」コーナーの担当でした。当てものは“はづれ”
が多くて胸が痛みます。当たりが出た時は私まで嬉し
く思わず拍手が出たりと、悲喜こもごもの内に、お昼
過ぎには完売し、ゲームコーナーも同時に終了。
屋台は、模擬店とは言えない大きな規模で、カレー
ライス・焼きそば・たこ焼き・おでん・つきたてのお
餅・コーヒー喫茶など沢山あり、どこも長蛇の列をな
す賑わいでした。終盤には太鼓演奏や紀州よさこい踊
りで、場内は最高潮に達して皆楽しんでいました。
天の恵みもさる事ながら、住宅密集地に所在する広
場もあるという強みに加え、各方面から多数のボラン
ティアの方々の支援があって大きな成果に繋がるの
でしょうか。私共も微力ながらお手伝いの一時を持つ
ことが出来、大変有意義で嬉しく感謝しております。

１２月

和歌山 Y’s/YMCA 予定

1 日(水)18:30～ 市民クリスマス聖歌隊練習②
２日(木)16:30～ YMCA 理事会
18:00～ 市民クリスマス実行委員会
４日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会
7 日(水)18:30～ 市民クリスマス聖歌隊練習③
８日(水)18:30～ YMCA 常議員会
9 日(木)18:30～ 和歌山クラブ委員会
１４日(火)18:30～ YMCA 和歌山市民クリスマス
１６日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会
１７日(金)17:00～ YMCA 国際協力街頭募金①
２３日(木祝)11:00～ YMCA 国際協力街頭募金②
12:00～ YMCA 餅つき大会

和歌山 YMCA 国際理解セミナー

「五感で味わう内モンゴル」に参加して
太田三千子 YMCA 国際交流委員
日 時：2010 年 1１月６日（土）13:30～15:00
場 所：和歌山ＹＭＣＡ 501・502 教室
参加者：41 名 和歌山クラブ：市川・市川ﾒ・市川ｺ・
神谷・神谷ﾒ・北・東・中谷・吉村・太田

お誕生日おめでとう
★★★ １２月 １日 土橋 多江 様 ★★★
★★★ １２月 ８日 市川 一郎 様 ★★★
★★★ １２月１６日 東
良學 様 ★★★
★★★ １２月 21 日 吉田 圭治 様 ★★★
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